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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内空間の空調及び換気を行う空調装置と換気装置を有する空調システムであって、
　前記空調装置は、コンクリート躯体の部屋構造における床面と該床面の上に間隔を有し
て配置される床材との間に形成される床下空間に、前記室内空間に設置された室内機の空
調用の流路を配し、
　前記室内機の正面側の下方には室内空気を吸い込む吸込口が形成され、前記室内機は該
室内機の前後左右に立設された壁部材により形成された機械室内に配置されており、前記
機械室には前記室内空間と連通する通気部が設けられており、
　前記換気装置は、コンクリート躯体の部屋構造における天井面と該天井面の下に間隔を
有して配置される天井材との間に形成される天井裏空間に配置され、前記コンクリート躯
体の部屋構造の壁面に設けられて外気を取り入れる給気口と、室内空気を吸い込む室内吸
気口と、前記室内吸気口から取り入れた室内空気と前記給気口から取り入れた外気とを熱
交換する熱交換ユニットを備えた換気本体部と、前記熱交換ユニットを通った外気を室内
に吹き出す吹出口と、前記室内吸気口から取り入れた室内空気を外部に排出する排出口と
、を備え、
　前記吹出口は、前記機械室内の前記室内機の正面側に向けて前記天井材に配されている
ことを特徴とする空調システム。
【請求項２】
　前記機械室における前記室内機の正面側に位置する前記壁部材には、前記吸込口に対応
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する位置に前記通気部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の空調システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の床下空間を空調時における空気の流路として利用する空調システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な建物の室内空間の空調は、空調機の室外機を建物の外部に設置し、室内機から
暖気又は冷気を吹き出すことによって室内空間を暖房又は冷房することが行われている。
このような一般的な空調システムの場合は、室外機と室内機とからなる空調機を各部屋に
それぞれ設置しなければならない。このような一般的な空調システムに対して、特許文献
１のように、室内の天井部分にダクト網を設け、このダクト網を通して室内機から暖気又
は冷気を吹き出させる全館空調システム等が開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２１９６４号公報（第４頁、第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の空調システムは、空調系統と換気系統とを備えている。空調系統は
、屋外に設置される室外機と、屋内に設置される室内機と、これら室外機と室内機とを繋
ぐダクト等と、を有し、換気系統は、屋内外で空気の入れ替えを行う換気ユニットを備え
ている。室内機は天井裏の空間内に配置され、室内機の吸込口は、壁際に設置された機械
室の壁部に配置されている。また、換気系統は建物の壁に形成された給気口から空気を取
り入れ、換気ユニットから空調系統のダクトに合流させるよう構成されており、天井裏に
配置された空調系統のダクト網を通して外気を各部屋に届けるようになっている。
【０００５】
　このように、特許文献１に記載の空調システムは、複数階に部屋を備える戸建住宅等に
採用され、天井裏空間に空調用のダクト及び室内機が配置される構成であるが、天井裏空
間は、元々換気系統のダクトや電気配線等が引き回されており、この天井裏空間に空調用
のダクト及び室内機を追加で配置するためには、天井裏空間を大きくする必要があり、そ
の結果天井が低くなる虞があり、居住空間を狭くする虞があることからマンション等の限
られた部屋構造への採用が困難であった。
【０００６】
　また、空調系統のダクトに換気系統が合流する構成であることから、空調系統と換気系
統とが室内空間を上下に縦断するように配置される構造となり、居住空間内にできるだけ
広い収納空間を設けたいという要望のあるマンション等には採用しづらいという問題があ
った。
【０００７】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、部屋構造に居住空間を十分に
確保した状態で設置することができる空調システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明の空調システムは、
　室内空間の空調及び換気を行う空調装置と換気装置を有する空調システムであって、
　前記空調装置は、コンクリート躯体の部屋構造における床面と該床面の上に間隔を有し
て配置される床材との間に形成される床下空間に、前記室内空間に設置された室内機の空
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調用の流路を配し、
　前記室内機の正面側の下方には室内空気を吸い込む吸込口が形成され、前記室内機は該
室内機の前後左右に立設された壁部材により形成された機械室内に配置されており、前記
機械室には前記室内空間と連通する通気部が設けられており、
　前記換気装置は、コンクリート躯体の部屋構造における天井面と該天井面の下に間隔を
有して配置される天井材との間に形成される天井裏空間に配置され、前記コンクリート躯
体の部屋構造の壁面に設けられて外気を取り入れる給気口と、室内空気を吸い込む室内吸
気口と、前記室内吸気口から取り入れた室内空気と前記給気口から取り入れた外気とを熱
交換する熱交換ユニットを備えた換気本体部と、前記熱交換ユニットを通った外気を室内
に吹き出す吹出口と、前記室内吸気口から取り入れた室内空気を外部に排出する排出口と
、を備え、
　前記吹出口は、前記機械室内の前記室内機の正面側に向けて前記天井材に配されている
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、室内空間を構成する床材の下の床下空間に空調用の流路を配するこ
とで、天井高が低くなることがないことに加え、換気装置と室内機とが上下に離間してい
ることから、室内機と天井材との間の空間を収納空間として利用することで居住空間を十
分に確保しながら、マンション等の一室に全館空調システムを設置することができる。
【００１２】
　前記機械室における前記室内機の正面側に位置する前記壁部材には、前記吸込口に対応
する位置に前記通気部が設けられていることを特徴としている。
　この特徴によれば、室内空間の空気が通気部を通して機械室内の室内機の吸込口に吸込
まれ易い。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例における空調システムを示す図である。
【図２】空調装置の室内機を示す概念図である。
【図３】床下空間を示す断面図である。
【図４】通気口を示す断面図である。
【図５】換気装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明に係る空調システムを実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１５】
　本実施例における空調システムは、部屋構造の少なくとも床面と壁面とがコンクリート
躯体により構成された建物で使用され、後に詳述する床下空間を流路として室内空間の空
調を行うものである。尚、本実施例ではマンションの一室に換気空調システムを設置した
場合を例に取り説明する。
【００１６】
　図１に示されるように、マンションの一室（以下、部屋構造Ａという。）は、図にて詳
述しないが所謂ラーメン構造であり、コンクリート躯体である天井面４０（図２参照）と
、床面２（図３参照）と、壁面３とによって画成されている。図３に示されるように、部
屋構造Ａの壁面３の内側には内装壁４が、床面２の上には床材５が、それぞれ取り付けら
れており、天井面４０に取り付けられた天井材４１（図２参照）と、内装壁４と、床材５
とによって部屋構造Ａの内側に室内空間Ｓが形成されている。
【００１７】
　また、床材５の上には、各部屋Ｒ，Ｒ，…を区画する間仕切壁６，６，…が取り付けら
れ、間仕切壁６，６，…で区画された部屋Ｒ，Ｒ，…のうち、空調を行う部屋Ｒには通気
口７がそれぞれ設置されている。
【００１８】
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　図２に示されるように、床材５の上には室内機本体９とダクト１０とを備えて構成され
る室内機８（空調装置）が設置されている。室内機本体９の正面下部には、室内空間Ｓの
空気を吸い込む吸込口１１が形成されており、吸込口１１から吸い込んだ空気が冷却又は
加熱され、内蔵された送風機１５により後述する吹出口１２より吹き出されるようになっ
ている。吸込口１１の近傍には図示しないフィルタが内蔵され、吸い込んだ空気を除塵す
るようになっている。尚、室内機８は図示しない冷媒菅を介して室外機１４（空調装置）
と接続されている（図１参照）。
【００１９】
　室内機本体９の上部には吹出口１２が設けられており、室内機本体９の背面側に取り回
されたダクト１０の一方端１０ａが吹出口１２に接続されている。ダクト１０の他方端１
０ｂは、床材５を貫通して貫通孔１３に接続されている。
【００２０】
　また、図１に示されるように、室内機８は機械室Ｍ内に配置されており、図にて詳述し
ないが、室内機８と接続される冷媒菅及び室内機８から屋外へ延びるドレン配管は、機械
室Ｍ内の隙間を利用して引き回されている。尚、機械室Ｍは住宅の間取りに合わせて支障
のない場所に設けられる。
【００２１】
　図２に示されるように、床材５と部屋構造Ａの床面２との間には床下空間Ｕが形成され
ており、吹出口１２から吹き出された暖気又は冷気がダクト１０を通して床下空間Ｕに誘
導されるようになっている。
【００２２】
　空調システム１における室内空間Ｓの空気のサイクルを説明する。吸込口１１から室内
機８に吸い込まれた室内空間Ｓの空気は、冷却又は加熱され、吹出口１２からダクト１０
を通して床下空間Ｕに運ばれる。更に暖気又は冷気は、床下空間Ｕから通気口７，７，…
を通して通気口７，７，…が設けられた部屋Ｒ，Ｒ，…（以下、通気口７，７，…が設け
られていない部屋と区別するため空調対象の部屋Ｒ，Ｒ，…という。）内に送り込まれる
。
【００２３】
　図３に示されるように、床材５は下面５ａが滑らかな平面に表面処理されたパーティク
ルボード２０とパーティクルボード２０の上に重ねられた合板２１と、が上下に重ねられ
て構成されており、部屋構造Ａの床面２の上に複数立設された支持脚２３により床面２の
上方に所定高さ離間した状態で支持されている。床材５の周縁５ｃは後述する内装壁４の
内面４ａに略直交方向に突き合わせられている。尚、床材５の上には表面材である室内空
間Ｓ側のフローリング２２が貼られている。
【００２４】
　また、床面２の上には断熱材２４が設置されている。この断熱材２４は、所謂発泡プラ
スチックであり上面２４ａが滑らかな平面となっているとともに、支持脚２３の設置位置
に対応する位置に、支持脚２３に干渉しないように開口２４ｂがそれぞれ形成されている
。断熱材２４の外周縁２４ｃは後述する内装壁４の内面４ａに略直交方向に突き合わせら
れている。
【００２５】
　内装壁４は、部屋構造Ａの壁面３に取り付けられた発泡プラスチックである断熱材２５
と、石膏ボード２６と、断熱材２５と石膏ボード２６との間に介在する枠部材２７とを備
えている。また、図示しないが石膏ボード２６の室内空間Ｓ側の表面には壁紙が貼り付け
られ、この壁紙の上に巾木２８が取り付けられている。
【００２６】
　石膏ボード２６の表面は平面に整形されており、この石膏ボード２６の表面における床
下空間Ｕ側が、床下空間Ｕにおける内装壁４の内面４ａを構成している。また、床材５の
周縁５ｃは内装壁４の内面４ａに略直交方向に隙間なく突き合わせられている。
【００２７】
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　このように、床材５の周縁５ｃを内装壁４の内面４ａに略直交方向に隙間なく突き合わ
せることにより、床下空間Ｕを従来天井側に配設されていたダクトに代わる気密性の高い
空間として利用することができる。
【００２８】
　上記したように、床下空間Ｕは、それぞれ平面に形成された断熱材２４の上面２４ａと
、床材５の下面５ａと、内装壁４の内面４ａとにより囲まれており、床下空間Ｕを流れる
空気の抵抗が少なく、室内機８の吹出し風量のコントロールを容易に行うことができる。
【００２９】
　図４に示されるように、通気口７は、床材５を上下に貫通する孔１７に通気口ユニット
１８が固定されて構成されている。通気口ユニット１８は、中空構造であり、床下空間Ｕ
内から室内空間Ｓへ空気が移動する通路を構成しており、この通路内に可変ダンパ１９を
有している。
【００３０】
　各空調対象の部屋Ｒ，Ｒ，…には、図示しないルームコントローラがそれぞれ設置され
ている。ルームコントローラは、目標温度を設定するボタン及び表示画面を有するととも
に、部屋の室温を測定する温度計と通信装置とを備え、部屋Ｒの室温を目標温度に近づけ
るように可変ダンパ１９の開度を調整するようになっている。尚、開度情報は空調装置に
も送信されるようになっており、空調装置は各部屋Ｒ，Ｒ，…の可変ダンパ１９の開度情
報から、全部屋に供給する空気の量を調整するように温度設定と吹出し風量のコントロー
ルを行うようになっている。
【００３１】
　図２に示されるように、コンクリート躯体である天井面４０の下方には天井材４１が所
定間隔離間して支持されており、天井面４０と天井材４１との間に天井裏空間Ｃが形成さ
れている。ここでは全体像は図示されていないが、換気装置３０は天井裏空間Ｃに配置さ
れている。
【００３２】
　図２に示すように、機械室Ｍ内の床材５の上には、室内機本体９とダクト１０とで構成
された室内機８が載置されている。機械室Ｍは内装壁４と間仕切壁６Ａ，６Ｂ，６Ｃとに
より４方を囲まれ、このうち１つの間仕切壁６Ｄに点検用の扉６０を有し、室内機本体９
は吸込口１１が機械室Ｍの扉６０側を向くように機械室Ｍ内に配置されている。扉６０の
下方側にはアンダーカット６１（通気部）が複数形成されており、このアンダーカット６
１は室内機本体９の吸込口１１のスリット１１ａ，１１ａ，…と高さ方向に対応する位置
に設けられており、吸込口１１が扉６０の外から空気を取り込み易くなっている。
【００３３】
　また、室内機８は、その上端８ａ（ダクト１０の上端）が機械室Ｍの天井を構成する部
分の天井材４１の下面４１ａから離間するように天井高が設定されている。機械室Ｍを構
成する内装壁４と間仕切壁６Ａ，６Ｂには、室内機８の上方に棚板４２が固定されており
、この棚板４２と機械室Ｍの天井を構成する部分の天井材４１との間に収納空間４３が形
成されている。
【００３４】
　図５に示されるように、換気装置３０は、室内空間Ｓの空気を吸い込む室内吸気口３１
，３１，３１と、外気を取り入れる給気口３２と、排気口３３と、熱交換ユニット（図示
せず）を備えた換気本体部３４と、熱交換ユニットを通った後の外気を室内空間Ｓに吹き
出す吹出口３５と、これら室内吸気口３１と給気口３２と排気口３３と換気本体部３４と
吹出口３５とをそれぞれ接続するダクト３６，３６，…と、を備えている。また、換気本
体部３４は外気を除塵等清浄化する図示しないフィルタボックスを更に備えている。
【００３５】
　給気口３２から取り込まれた外気は、ダクト３６を介して換気本体部３４に送られ、熱
交換ユニットにより室内吸気口３１から取り入れた室内空間Ｓの室内空気と熱交換される
ことで、室内空気の温度に近づけられた状態で、吹出口３５から吹き出されるようになっ



(6) JP 6788473 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

ている。
【００３６】
　図２に示されるように機械室Ｍの天井を構成する部分の天井材４１には連通孔４１ｂが
設けられ、この連通孔４１ｂに換気装置３０の吹出口３５が接続されており、換気本体部
３４の熱交換ユニットを通った外気が機械室Ｍ内に吹き込まれるようになっている。
【００３７】
　図６に示されるように、吹出口３５は、機械室Ｍの扉６０側（室内機８の正面側）に寄
せて配置されており、室内機８の正面側で床材５に向けて上方から外気が吹き出されるよ
うになっている。
【００３８】
　上記したように、室内空間Ｓを構成する床材５の下の床下空間Ｕに空調用の流路を配す
ることで、天井高が低くなることがないことに加え、換気装置３０と室内機８とが上下に
離間していることから、室内機８と天井材４１との間の空間を収納空間４３として利用す
ることで居住空間を十分に確保しながら、マンション等の一室に所謂全館空調である空調
システム１を設置することができる。
【００３９】
　各空調対象の部屋Ｒ，Ｒ，…の扉１６，１６，…には通気用の隙間（図示せず）が形成
されており、空調対象の部屋Ｒ，Ｒ，…内に暖気又は冷気が送り込まれると、扉１６，１
６，…の隙間を通して空調対象の部屋Ｒ，Ｒ，…の外に空気が溢れ出る。空調対象の部屋
Ｒ，Ｒ，…の外に出た空気は機械室Ｍの扉６０のアンダーカット６１を介して室内機８の
吸込口１１に吸い込まれる。尚、機械室Ｍ内の空気は、アンダーカット６１を通して機械
室Ｍの外側と換気され、室内空間Ｓとほぼ同気温となっている。
【００４０】
　機械室Ｍ内にアンダーカット６１を介して流れ込んだ室内空間Ｓの空気は、換気装置３
０から機械室Ｍ内に吹き込まれた外気と機械室Ｍ内で合流して室内機８の吸込口１１に吸
い込まれる。こうして室内機８の吸込口１１にて吸い込まれた空気は、室内機８内に内蔵
された温度計（図示せず）により計測され、室内機８内の熱交換器によって設定温度に近
づけるように空調されることになる。特に冷房運転の場合、床下空間Ｕから通気口７を通
して室内空間Ｓに吹き出された冷気は、空気の対流があるとはいえ、低い位置に分布し易
く、高い位置との間で気温差が生じる。そのため、冷気は室内空間Ｓとほぼ同気温である
機械室Ｍ内でも同様に低い位置に分布しやすく、機械室Ｍ内では上方から下方に向けて漸
次低温となるような温度分布となる。
【００４１】
　即ち、床材５付近に設置されている室内機８の吸込口１１付近の気温は、機械室Ｍ内の
天井側である換気装置３０の吹出口３５付近の気温に比べて低温となっており、これらの
中間の空間の気温は、機械室Ｍ内の上方の気温及び下方の気温との中間の温度帯となって
いる。
【００４２】
　ここで、上記したように、換気装置３０の吹出口３５が機械室Ｍの天井材４１に設けら
れ、室内機８の正面側で床材５方向に向けて外気を吹き出す構成であることから、機械室
Ｍ内の上方の空気と中間の空気は、換気装置３０の吹出口３５から機械室Ｍ内に吹き込む
外気により押し下げられる。これにより、機械室Ｍ内の上方の空気と中間の空気とは室内
機８の吸込口１１付近の空気と合流され、平均的な気温となって吸込口１１に吸い込まれ
ることになる。そのため、室内機８は室内空間Ｓの平均的な気温に基づいて熱交換器の出
力を調整できることになり、設定温度に対して適切な出力で空調を行うことができる。
【００４３】
　また、機械室Ｍには、室内機８が設置され、かつ換気装置３０の吹出口３５も機械室Ｍ
内に吹き込むように設置されているため、吹出口３５から送り込まれた外気即ち新鮮な空
気を効率よく室内機８に吸い込ませ、床下空間Ｕの流路を利用して室内空間Ｓ全体に満遍
なく行き届かせることができる。加えて、吹出口３５からの外気の吹出しにより、機械室
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Ｍ内の上方の空気と中間の空気とは室内機８の吸込口１１付近の空気とを機械室Ｍ内の限
定された空間内で混合させることができ、室内空間Ｓの平均的な気温を割り出し易くなっ
ている。
【００４４】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【００４５】
　例えば、前記実施例では、室内空間Ｓは床材５の上に立設された間仕切壁６，６，…に
より区画されており、床下空間Ｕは各空調対象でない部屋の下にも形成される構成とする
こともできるが、省エネ、空調効率の観点から、空調対象でない部屋の下に暖気又は冷気
が流れ込まないように、閉塞する壁等を設けてもよい。
【００４６】
　また、室内機８は機械室Ｍ内に設置されている態様で説明したが、これに限らず、例え
ば空調対象の部屋Ｒや空調対象でない部屋に設置されていてもよい。
【００４７】
　また、床材５の孔１７は、室内機本体９の背面側に配置されていることから、ダクト１
０は室内機本体９の背面側で取り回されている構成で説明したが、これに限らず、例えば
室内機８の吸込口１１の吸込み力を阻害しないように、室内機本体９の側面側に孔を設け
、ダクトを室内機本体９の側面側で取り回してもよい。
【００４８】
　また、前記実施例において内装壁４は断熱材２５と石膏ボード２６と枠部材２７とを備
えて構成され、石膏ボード２６の表面における床下空間Ｕ側が、床下空間Ｕにおける内装
壁４の内面４ａを構成している態様で説明したが、内装壁４とはコンクリート躯体の壁面
３との対比として用いた単語であり、壁面３の内側に設置されて室内空間Ｓ及び床下空間
Ｕを構成し、かつ表面が平面に形成されている所謂内壁を構成するものであれば、実施例
にて説明した構成の限りではない。
【００４９】
　また、前記実施例において床材５はパーティクルボード２０と合板２１とが上下に重ね
られて構成されているが、これに限らず、フローリング２２を床材に含めてもよいし、例
えば床下空間Ｕ側の下面が平面に成形された一枚の板材で構成されていてもよい。
【００５０】
　また、空調システム１はマンションに限られず、部屋空間がコンクリート躯体の天井面
と床面と壁面とによって画成されていれば、様々な建物に採用可能である。
【００５１】
　また、機械室Ｍ内と機械室Ｍの外側とを換気させる構成としては、前記実施例に記載の
アンダーカット６１に限らず、例えば、扉６０の下端側に水平に複数のスリットを形成す
ることで構成してもよい。
【００５２】
　また、前記実施例においては、床材５は床下空間Ｕを流れる空気により冷却又は加熱さ
れ、室内空間Ｓに対して暖冷輻射するため、室内空間Ｓと床下空間Ｕとの境界線における
温度差が抑えられ、室内空間Ｓと床下空間Ｕとの境界線における結露を十分に防止できる
ことから、床材５の周縁５ｃは内装壁４の内面４ａに略直交方向に隙間なく突き合わせら
れている構成で説明したが、床材５の周縁５ｃと内装壁４の内面４ａとの間と、巾木２８
の下面とフローリング２２の表面との間に、それぞれ間隙を形成してもよい。これによれ
ば、これらの間隙を通して室内空間Ｓと床下空間Ｕとの間で空気が混じり合うため、室内
空間Ｓと床下空間Ｕとの境界線における空気の温度差を減らし、効果的に結露の発生を抑
制することできる。尚、この間隙は床下空間Ｕの気密性を阻害しない程度に形成されるも
のである。
【００５３】
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　また、吸込口１１からの吸込みにより機械室Ｍ外の塵が室内機８の下端に吸い寄せられ
るが、室内機８を図示しない設置台の上に設置する等して、吸込口１１を床材５より所定
高さ上方に位置させる構成としてもよく、これによれば、床材５の上に存在する塵の吸込
みが抑制され、吸込口１１の近傍に備えられたフィルタの清掃の頻度を少なくすることが
できる。
【符号の説明】
【００５４】
１　　　　　　　　空調システム
２　　　　　　　　床面
３　　　　　　　　壁面
４　　　　　　　　内装壁
５　　　　　　　　床材
６，６Ａ～Ｃ　　　間仕切壁
７　　　　　　　　通気口
８　　　　　　　　室内機
８ａ　　　　　　　室内機上端
１０　　　　　　　ダクト
１１　　　　　　　吸込口
１１ａ　　　　　　吸込口スリット
１２　　　　　　　吹出口
１３　　　　　　　貫通孔
１５　　　　　　　送風機
１６　　　　　　　扉
１８　　　　　　　通気口ユニット
２３　　　　　　　支持脚
３０　　　　　　　換気装置
３１　　　　　　　室内吸気口
３２　　　　　　　給気口
３３　　　　　　　排気口
３４　　　　　　　換気本体部
３５　　　　　　　吹出口
３６　　　　　　　ダクト
４０　　　　　　　天井面
４１　　　　　　　天井材
４１ａ　　　　　　天井材下面
４１ｂ　　　　　　連通孔
４２　　　　　　　棚板
４３　　　　　　　収納空間
６０　　　　　　　扉
６１　　　　　　　アンダーカット
Ａ　　　　　　　　部屋構造
Ｃ　　　　　　　　天井裏空間
Ｍ　　　　　　　　機械室
Ｒ　　　　　　　　部屋
Ｓ　　　　　　　　室内空間
Ｕ　　　　　　　　床下空間
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